Lancia Ypsilon 1.4 16V D.F.N
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「小さな高級車」の代表的存在。この2代目は2003年のジュネーブショーでデ
ビュー、日本には2004年から導入された。今回取り上げた1.4Rガソリンの
ほか、1.3R直噴ターボディーゼルが（日本でも）選べる。
全長×全幅×全高
ホイールベース
車重
エンジン
トランスミッション
新車価格

3810×1720×1530mm
2388mm
1140kg
1.4R直4 95ps／13.0mkg
5段セミAT／6段MT
273万円（セミAT）／262万5000円（MT）

●Sales talk●
林 一也 ガレーヂ伊太利屋 Tel.03-3769-0888
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小柄ながらも芸術品のような内外装、軽快なドライビングフィールなど、イプ
シロンにはランチアの伝統が凝縮されています。ボディカラーも豊富です。近
頃はディーゼルの注目度が高く、新車販売の3割ほども占めるようになりまし
た。トランスミッションはD.F.N（セミAT）
が約8割。手放される方が少ないの
で、申し訳ありませんが中古車在庫は極少です。

2006年式 1.4 16V D.F.N

走行5000km

中古車価格：225万7500円

ラクシュリー・クラス
担任

阪 和明

社会的欲求。時代の嗜好。

そんな言葉で語られることのひとつに

いま、
「小さな高級車」
というのがあります。
贅沢＝不経済、そんな図式はもう過去のものなのです。

阪 和明

先生

小粒ながらランチアらしいオリジナリテ

して楽とはいえません。加えて後席のヘ

ィの高いカタチです。内装のデザインにも

ッドルームはミニマムです。しかし2人乗り

色使いにもイタリア的なセンスのよさが溢

のシティラナバウトとして割り切ってしまえ

れています。ふんわかクッションのシート

ば、むしろ贅沢な気分に浸れるでしょう。

とサスペンション設定との絶妙なセッティ

サイズの割りに少々高めな価格とはいうも

ングのおかげで乗り心地はひとクラス上

のの、他人とは違うものを所有している悦

の重厚感があります。エンジンのパワー

びを得られるクルマです。まあ、オシャレ

やトルクは1.4リッターなりのものでしかあ

で粋な実用車、いえいえ小さな高級車と

りませんし、セミATの仕上がりももう一歩

呼んでも誰も異論を唱えないはずです。

というところですが、街中をちょこまか走

アイディアルペアはマセラーティ・クアトロ

る分にはなんの不満もありません。2ドア

ポルテ、あるいはドイツ製アッパークラスで

なので後席へのアクセスに関してはけっ

しょうか。

下野 康史

先生

名前は胃薬みたいですが、これぞまさに「小
さな高級車」ですね。クラシカルでノーブルな
後ろ姿も素敵だけど、なんといっても評価し
たいのは、室内。ツートーンのレザーインテリ
アを初めて見て、溜め息をつかない人はい
ないでしょう。この本物感は戦前から高級車
をつくってきた のれん のなせるワザ。走る
と、気の置けないイタ車コンパクトだけど、こ
の内外装で一芸入試突破は間違いなし。渋
滞で止まってたって悦に入れるイタリア車と
いえば、フェラーリと同じです。

スーザン史子

先生

エレガントな美女オーラを発していて、つい
目を奪われてしまいます。人一倍オシャレに
気を遣うタイプなので、素材も仕立ても上質
なものばかり。特に彼女がこだわっているの
は、肌に身に着けるインナーの部分で、肌触
りのいいゴージャスなものを選んでいるようで
すね。イタリア仕込みのセミオートマ走法は、
はっきり言って、日本の街中ではあまり評判は
よくありません。一旦付き合い出したら、彼
女まかせにせず、まめにケア
（MTモードで）
してあげるといいでしょう。

インテリアの造形／配色センスはクラス随一。
「D.F.N」
と呼ば
れるセミATはマニュアル操作で楽しむのが本筋か。

Photo：松本高好
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Mercedes-Benz A200 Turbo Avantgarde
2005年初頭に発売された2代目Aクラス。特徴的な二重フロアを初代から継
承しつつ、内外装のデザインや質感を大幅に向上させている。A200ター
ボ・アバンギャルドはスポーティかつラクシュリーな最高峰グレード。
全長×全幅×全高
ホイールベース
車重
エンジン
トランスミッション
新車価格

3850×1765×1585mm
2570mm
1370kg
2.0R直4ターボ 193ps／28.6mkg
オートトロニック
（無段変速CVT）
350万円

阪 和明

●Sales talk●
峯岸 康 メルセデス・ベンツあざみ野 Tel.045-904-1484
第一にクラス随一の安全性をアピールしたいと思います。進化した「サンドイ
ッチコンセプト」
、乗員を取り囲むエアバッグ、そしてESPなどメルセデスなら
ではの安全性はAクラスも例外ではないのです。第二にメルセデス初のCVT。
スムーズかつ経済的なドライブを可能としています。中古車流通も活発にな
ってきており、ご予算に合わせて幅広くお選びいただけます。

2005年式 A200ターボ・アバンギャルド 走行5000km

中古車価格：312万9000円

内装の質感の高さに拍手を送りたいと

Sトロニックとの相性は抜群によく、気持

思います。ダッシュボード表面のシボの入

ちよく走れます。乗り心地はアウディ流の

れ方など、近年のアウディならではの仕上

適度に締まった硬さですが、ハーシュネス

げのよさが光ります。けっして派手ではな

はうまく遮断されていて、不快感を抱かず

いのですが、しっとりとした雰囲気を醸し

にすみます。容量が大きく深さのあるトラ

出している空間はオトナ向けといえるでし

ンクは、かなり実用的です。リアシートを

ょう。この内装ひとつとってみてもラクシ

畳まない状態でもかなりの荷物を積めま

ュリー感を満喫できます。反面、ボディの

す。いってみれば、このクルマ、ラクシュリ

シンプルなスタイルはやや実用面が強調

ーというよりはスポーティな性格が売りで

された感じで多少の素っ気なさは拭い切

す。コンパクトなスポーティワゴンのカテ

れません。動力性能に関しては痛痒を感

ゴリーでも好成績を収めること間違いあ

じないというか、むしろじつに活発です。

りません。

森野恭行

阪 和明

とも大きな魅力で す。後席のレッグルー

とってもメルセデス・ファミリーの一員とい

ムが たっぷりしていることも評価できま

うことです。まずエクステリアこそ今風ミ

す。全体に バランスのとれ たクルマとい

ニバンのデザインですが、内装はメルセ

えますが、唯一残念なのは、サスペンシ

デスそのものの万人に受け容れられるも

ョンがやや硬めであること。フットワーク

のです。ダッシュボードのレイアウトも使

を重視したアバンギャルド仕様なので仕

い や すさ優先によく考えられています。

方ありませんが、街中を走ることの多い

個人的にはもう少し色気が欲しいと思い

人は不満を感じるかもしれません。もし、

ます。走りっぷりは充分以上、とくにこの

乗り心地を優先するならノンターボモデル

モデルはターボ付きエンジンのため活発

のほうが お薦めで す。い ずれ にしても、

な動きをみせます。CVTとのマッチング

メルセデスSLと使い分ける生活ができた

もよく、とてもスムーズに走らせられるこ

ら最高です。

まるも亜希子

先生

ドアを閉めた時の音と感触からして、育ちの
良さを感じます。
ペダルに足を乗せた感触や、
ウインカーの音など、パッと見ただけでは解
らない部分にこそ、充分な配慮が行き届い
ているのがAクラスの素晴らしいところ。最
初は少々カタいかなと思う乗り心地ですが、
長時間のドライブでは、ふわふわしているよ
りも結果的に心地良く、疲労が少ないので
す。インテリアはスポーティーとエレガントが
両立しており、クロームの本物感が、酸いも
甘いも知った大人の心を満たします。
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石橋幸樹

先生

3ドアボディで上陸したときには、電動パワ
ーステアリングの違和感が気になりました
が……スポーツバック導入時には問題を克
服。ターボのTFSIの場合は動力性能も申
し分なく、現在のアウディブランドへの期待
を裏切らない優等生に仕上がっています。
今回のモデルはスポーツサスペンション仕
様だったのか、市街地での乗り心地は硬め
でしたが、速度を上げるほどフラットかつ快
適に変化。ドイツ車らしい味わいは好感が
持てます。

先生

乗ってみてすぐに分かるのは、どこを

先生

スーザン史子

先生

いつも計画的に、先回りしてお勉強している
ようですね。きちんとした性格を感じます。も
ちろん、成績はこのとおり優等生ですよ。落
ち着いた大人っぽい雰囲気があって、後輩た
ちにも、スマートな先輩って思われているよう
ですし、女子からの人気も高いようです。
「自
分だけは別格」といった意識を持っていて、
強いプライドを感じさせますが、それは嫌味を
感じさせるものではなく、むしろ、周囲を底上
げするような類のものですから、今のスタン
スを大切にして欲しいです。

一見地味ながら質感の高いインテリア。もちろん各部の操作性
も良好だ。Sトロニック
（DSG）
も抜群のアドバンテージ。

Audi A3 Sportback 2.0TFSI
2代目A3は3ドアと5ドアで全長を変えた。3ドア車のリアオーバーハングを
70mm伸ばして5ドアとしたのが スポーツバック 。2003年5月に3ドア、翌年
10月にスポーツバックを導入。現在はスポーツバックのみ輸入されている。
全長×全幅×全高
ホイールベース
車重
エンジン
トランスミッション
新車価格

先生

450SEL6.9の重厚なトルクもいいけど、幼稚
園の周りは細くて曲がりくねってる、かといっ
てCクラスでは「ファーストカー」だと思われる
のが癪に障る、などというメルセデス・ファミ
リーにはAクラスをどうぞ。中でもターボなら、
AMGでも乗ってこない限り走りのパフォーマ
ンスは劣りません。昔日のウォーム＆ローラー
のステアリングフィールも捨てがたいけど、新
世代コンパクトにも高級なキビキビ感あり。い
ざという時だって、ノーズには特大のエンブ
レムつけていますから。

4285×1765×1430mm
2575mm
1470kg
2.0R直4ターボ 200ps／28.5mkg
6段Sトロニック
403万円

●Sales talk●
大屋 崇 アウディ・アプルーブド世田谷 Tel.03-5752-4455
スポーティなインテリアはアバンギャルドならでは。エレガンス
仕様のA200やA170ではクローム部分がウッドになる。

美しいスタイルと使い勝手の良さの両立、これが最大の特徴です。ハッチバ
ックとステーションワゴンの「いいとこ取り」
というわけです。もちろんアウディ
ならではの機械的精度の高さも自慢。中古車もA4ほどではないですが、流通
が増えてきました。カジュアルな アトラクション から、高速ツアラー 3.2ク
ワトロ まで、幅広くお選びいただけます。

2005年式 A3スポーツバック2.0TFSI

走行1.5万km 中古車価格：308万円
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Alfa Romeo 147 TI 2.0TS selespeed
147シリーズの本国発売は2000年。日本には翌年の秋に上陸した。エンジ
ン3種とトランスミッション2種、ボディも2種の掛け合わせで幅広いラインナ
ップを誇る。2005年春のマイナーチェンジで顔つきがシャープに。
全長×全幅×全高
ホイールベース
車重
エンジン
トランスミッション
新車価格

4225×1730×1435mm
2545mm
1330kg
2.0R直4 150ps／18.4mkg
5段セレスピード
340万2000円

●Sales talk●
本木心一 アレーゼ調布 Tel.042-489-3911
アルファといえばクイックなハンドリングやレスポンシブなエンジンなど、スポ
ーティなイメージばかりが先行しがちですが、実は147はプレミアム・コンパクト
の先駆けでもあります。なかでもTI2.0は専用レザーシートを備えゴージャスな
雰囲気を持っています。中古車流通も活発ですよ。ちなみに今回の取材車
両は「未使用車」
。たいへんお得です。

阪 和明

走行150km 中古車価格：268万円

先生

どう考えても147はスポーツ・クラスに属

けでなく、上質感とは無縁の世界にいる

するクルマです。企画担当者の気まぐれ

ようですが、スポーティという括りでいうな

か、はたまたハズシ技なのかわかりません

ら妥当な纏まり具合と断言できます。セレ

が、ともかくアルファはスポーツ志向の強

スピードの仕上がりは、フォルクスワーゲン

いクルマです。身体をすっぽりと包み込ん

やアウディのDSGに比較するともはや時代

でくれるバケットシート、シャープなステア

遅れの感が否めないものの、コツを掴め

リング、機敏な動きを約束してくれる足ま

ばなかなか面白いのも事実です。元気に

わり、そして瞬発力をもたらしてくれるエン

走りたいドライバーにはイチ押しのクルマ

ジンは、スポーティカーとしての資質を充

でしょう。スポーツ性の強いアルファを自

分に備えています。ボディのカタチもなか

分のものにするのが至福であるなら、そ

なか個性的といえるでしょう。ダッシュボ

れこそ、ある意味ラクシュリーなのかもし

ードのデザインなどは少々古さを感じるだ

れません。

石橋幸樹

先生

147をセカンドカーに使うのは中々の贅沢で
あると同時に、じつにエンスー度の高いクル
マライフ。特に147に搭載されるアルファ・ロ
メオ製4気筒ツインカムエンジンは混じりけの
ない純血種。それだけに、生粋のアルフィス
タ向けかと思われがちですが、ドイツ車ばり
に気合の入ったインテリアや、荒れた路面で
懐の深さを披露するサスペンションなど、プレ
ミアム街道ど真ん中。白いボディをいつでも
ピカピカにしていれば、没落貴族もかくやとい
う血筋のよさがにじみ出ますな。
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2007年式 TI2.0 TS セレスピード

まるも亜希子

先生

女から見てもムンムンするほどの艶っぽさを、
ボディ全体から薫らせる147。ふくらみとくび
れで構成されたシートや、大ぶりのアクセサ
リーを置いたようなインパネなど、インテリア
までなまめかしい。先生は、ハッキリ言って
嫉妬してしまいます。でもそれもエンジンをか
けるまで。ひとたびアクセルを踏み込めば、
感情を剥き出しにして、どこまでもこちらの思
いに応えてくれるのです。遠慮なく路面状況
を伝え、雄叫びを上げる147とは、走るだけ
で解り合える気がします。

若々しさの演出に長けたダッシュボードデザイン。TIの2R車は
スポーツレザーシートを標準で装備する。

